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■募集人員  １名 
■勤務内容  旭寿園・デイサービス利用者の食事調理 
■応募資格  概ね６５歳までの方 
■応募方法  履歴書（市販のもの）に写真を添付し、下記まで提出してください。（郵送可） 
■選考方法  履歴書審査と簡単な面接（面接日は追って連絡します。） 
■雇用・待遇   
・【雇用期間】 平成２８年４月１日～平成２８年９月３０日 
        （１カ月試用期間あり、雇用期間更新あり） 
・【勤務時間】 ① ５時３５分～１４時００分 
        ② ７時３０分～１６時００分 
        ③１０時４５分～１９時１５分 
        ④１５時１５分～１９時１５分 
・【勤務日数】 月に１４日～１８日（雇用保険の加入有り） 
・【賃  金】 月額１１０，０００円・日額５，９００円 
■応募先・お問合せ先 特別養護老人ホーム旭寿園 （担当：谷口・森田） 

沼田町旭町３丁目５番２５号 ☎３５－２６１１ 
 

特別養護老人ホーム旭寿園臨時職員（介護員）を募集します 
■募集人員  若干名 
■勤務内容  介護業務（食事・入浴等）、及び日常生活支援 
■応募資格  概ね６５歳までの方（介護経験は問いません） 
■応募方法  履歴書（市販のもの）に写真を添付し、下記まで提出してください。（郵送可） 
■選考方法  書類選考後、面接 
■雇用・待遇   
・【雇用期間】 平成２８年４月１日～平成２８年９月３０日 
        （１カ月試用期間あり、雇用期間更新あり） 
・【勤務時間】 ５：３０～１９：３０の中で交代勤務 
        １日：７時間３０分 
        勤務日数及び時間は相談に応じます。 
・【賃  金】 賃金・資格手当を増額改定しました。 

月  額 １４５，０００円（月２０日程度、社会保険等加入あり） 
        資格手当   ４，０００円/月 

日  額   ７，０００円（日数は要相談） 
介護福祉士の方７，２００円 

        賞与：１年以上勤務の介護員には勤務年数に応じて支給します。 
■応募先・お問合せ先 特別養護老人ホーム旭寿園 （担当：谷口・森田） 

沼田町旭町３丁目５番２５号 ☎３５－２６１１ 
 

特別養護老人ホーム旭寿園臨時職員（調理員）を募集します 
 

ほろしん温泉「特別優待券」をご利用ください 
昨年５月に、ご家庭にお配りしました『ほろしん温泉特別ご優待券（入浴・レストラン・そ

ば処・岩盤浴共通利用券）』は、もうご利用になりましたか？ 
有効期限がせまっています。まだご利用になられていないご家庭は、是非ご利用下さい。 

◆有効期限 平成２８年３月３１日まで 
※「特別ご優待券」の色は黄色です。 
◆お問合せ先 住民生活課生活環境グループ ☎３５－２１１５ 
 

平成２８年度沼田町奨学資金貸付奨学生を募集します 
町では、次のとおり平成２８年度の沼田町奨学資金貸付奨学生を募集しています。 

 この事業は、学業成績が優秀で経済的理由により就学が困難な方に対し、学資を無利子で
貸与する制度です。 
 
◆募集人員  高等学校（２名） 月額１５，０００円以内 
       大学等 （４名） 月額３０，０００円以内 
◆提出書類  ①奨学生願書 ②奨学生推薦書 
       ③同意書（課税状況について税務担当部局に報告を求めることへの同意） 
       ※用紙は教育委員会にあります。 
◆申込締切日   平成２８年３月３１日（木） 
◆選考・決定時期 平成２８年４月末～５月上旬 
 
※なお、奨学生であった方が、町内で農業後継者又は商工事業後継者として就労した時は、
農業委員会又は商工会の証明を得て、奨学資金返還免除の申請をすることができます。 
 
◆申込・お問合せ先 教育委員会 ☎３５－２１３２ 



   

 

 
 
 

 

 

平成２７年度自衛官等の募集について 

■予備自衛官補（一般） 
資  格  平成２８年７月１日現在 

日本国籍を有する１８歳以上３４歳未満の方 
受付期間  平成２８年１月８日（金）～４月８日（金） 
試験期日  第１回試験４月１７日（日） 
 
■予備自衛官補（技能） 
資  格  平成２８年７月１日現在 

日本国籍を有し、１８歳以上５５歳未満で国家免許資格等を有する方 
（年齢は保有する国家資格により異なります） 

受付期間  平成２８年１月８日（金）～４月８日（金） 
試験期日  第１回試験４月１６日（土） 
 
■自衛隊幹部候補生（一般）大卒程度試験 
資  格  平成２９年４月１日現在 

日本国籍を有し、２２歳以上２６歳未満の方 
（２０歳以上２２歳未満の方は大卒(見込み含) 

受付期間  平成２８年３月１日（火）～５月６日（金） 
試験期日  第１次試験５月１４日（土）・１５日（日）（１５日は飛行要員のみ） 
 
■自衛隊幹部候補生（一般）院卒者試験 
資  格  平成２９年４月１日現在 

日本国籍を有し、修士課程修了者等（見込み含）で２０歳以上２８歳未満の方 
受付期間  平成２８年３月１日（火）～５月６日（金） 
試験期日  第１次試験５月１４日（土）・１５日（日）（１５日は飛行要員のみ） 
■試験会場はいずれも陸上自衛隊旭川駐屯地又は自衛隊旭川地方協力本部（旭川市春光町） 
 
■お問合せ先 自衛隊旭川地方協力本部 南地区グループ ☎０１６６－５４―５６１７ 

総務財政課 総務グループ ☎３５－２１１１ 

３月１０日から３月２４日までの行事予定 
行事名               時 間   場 所 

３月１０日（木） スポーツクラブ定期利用      １９：００ 町民体育館 
  １１日（金） フロアカーリング         １０：００ ふれあい 
  １２日（土） 沼田中学校卒業式          ９：３０ 沼田中学校 
  １４日（月） Kikkakeづくり講座（冷凍たまご） １８：３０ ふれあい 
  １５日（火） 萌の丘ハイキング（軽スポーツ）   ９：３０ 町民体育館 
         高齢者サロン           １０：００ 旭町コミュニティセンター 
         月例行政相談           １２：００ 町民会館 
  １７日（木） スポーツクラブ定期利用      １９：００ 町民体育館 
  １８日（金） 沼田幼稚園卒園式         １０：００ 沼田幼稚園 
         高齢者元気１００倍！教室閉講式  １０：００ ふれあい 
         雪合戦教室            １９：００ 町民体育館 
  １９日（土） 沼田小学校卒業式         １０：００ 沼田小学校 
  ２２日（火） 高齢者サロン           １０：００ 緑町コミュニティセンター 
         ＨＩＰＨＯＰダンススクール    １８：３０ ゆめっくる 
  ２４日（木） スポーツクラブ定期利用      １９：００ 町民体育館 

◆３月２０日（日） 
歯   科   系…武内歯科医院（滝川市） ☎０１２５－２３－３５２５ 
内科・外科系…深川市立病院      ☎２２－１１０１ 

◆３月２１日（月） 
歯   科   系…北竜町立歯科診療所   ☎３４－２６５６ 
内科・外科系…深川市立病院      ☎２２－１１０１ 

◆３月２７日（日） 
歯   科   系…秩父別歯科診療所    ☎３３－２４２０ 
内科・外科系…深川市立病院      ☎２２－１１０１ 

日曜・祝日当番医のお知らせ 

３月の上下水道料金は、１２月から２月までの冬期間に概算で請求させていただいた料金
を、３月の検針により精算させていただきますので、ご理解の程よろしくお願いします。（１
１月１２日発行のお知らせ版９６３号に掲載） 
不明な点がありましたら下記のお問合せ先までご連絡ください。 

■転入、転出、転居の際には必ず建設課上下水道担当までご連絡ください。 
■料金の納入は便利な口座振込をご利用ください。直接、金融機関に印鑑・通帳を持参して
いただければ簡単に手続きができます。 

■お問合せ先 建設課上下水道担当 ☎３５－２１１６ 
  

３月の上下水道料金について 
  

雪も溶け始めもうすぐ春を迎える季節となりますが、冬の間に水道管の凍結等により漏水
が発生する恐れがあります。お宅の水道管の付近から水が吹き出ている、或いは水の出が悪
いようなことはありませんか。もしも異常な状態がある場合には建設課上下水道担当までご
連絡下さい。 
■ご連絡・お問合せ先 建設課上下水道担当 ☎３５－２１１６ 

～漏水の発見にご協力を！～ 
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北海道後期高齢者医療広域連合運営協議会委員を募集しています 

 北海道後期高齢者医療広域連合では、住民の皆様の代表として、制度の運営に関する 
重要事項をご審議していただく運営協議会委員を募集しています。 
 
【応募資格】 道内在住の満２０歳以上の方（ただし、議員や公務員等を除く） 
【応募人数】 ５名 
【任  期】 平成２８年７月から２年間（開催は年３回を予定しています） 
【応募方法】 北海道後期高齢者医療広域連合及び保健福祉課窓口にある応募要領を参 
       照してください。 
【応募締切】 平成２８年４月２８日（木） 
【選  考】 選考委員会を設置し、提出された小論文等により総合的に委員を選考し 

ます。 
【報酬など】 １日につき５，０００円の報酬と旅費を支給します。 
 
■お問合せ先 保健福祉課保険グループ ☎３５－２１２０ 

マイナンバーカード公布の臨時窓口を開設します 

平成２８年１月から、個人番号（マイナンバー）カードの交付申請をされた方に対しまし
て、順次交付通知ハガキを発送し、交付手続きを行っております。 
交付通知ハガキを受け取られた方は、ハガキ裏面記載の交付期限までに下記の書類をお持

ちになり、役場住民生活課窓口グループまでお越しください。 
 
□印鑑 □交付通知ハガキ □通知カード □住民基本台帳カード（お持ちの方のみ） 
□本人確認書類（ 運転免許証など顔写真のあるものならば１点、健康保険証など顔写真が
ないものならば２点必要 ） 

なお、やむを得ない事情により平日（午前８時４５分～午後５時１５分）中に来庁できな
い方は、カード交付の臨時窓口を３月２６日（土）と２７日（日）の午前１０時～午後４時
まで開設いたしますので、カードを必ず受け取られますようお願いいたします。 
 
◎お問合せ先 住民生活課窓口グループ ☎３５－２１１５ 
 



 

 

 
 

公営住宅募集情報 

 沼田町では、次の公営住宅等入居者を募集しております。 
【申込資格】 ※全て満たすこと。 
○住宅に困窮しており、月額収入 158,000円以内の世帯 
※（スコーレビレッジ（旭町）については月額収入 158,000円以上 487,000円以下） 

 ○暴力団員ではないこと 

※政令月収を超えていたり、世帯向住宅に単身の方でも入居できる場合がありますが制限が
ありますのでご相談ください。 

※詳細は町のホームページでご確認ください。 

団地 建設 
年度 間取り 単身者・世帯向 

詳 細 等 

家 賃 
※収入により異
なります 

募集戸数 募集 
状況 

ｽｺｰﾚﾋﾞﾚｯｼﾞ 
（旭町） 

H5 1K 単身者向 
２号棟 102号室 35,000円 １ 

3/18締切 
H6 1K 単身者向 

4号棟 103号室 35,000円 １ 

緑町 

S56 3LDK 世帯向 
18棟 129号室 13,200円～ １ 3/18締切 

S56 3LDK 

世帯向 
17棟 123号室 
18棟 130号室 
21棟 139号室 

13,200円～ ３ 

随 時 
募集中 

H2 3LDK 世帯向 
59号棟 201号室 

15,400円～ 
（他に給湯器の
リース料） 

1 

H8 2LDK 世帯向 
Ｃ棟 102号室 15,400円～ 1 

H8 3LDK 
世帯向 
A棟 305号室 
B棟 305号室 

15,400円～ 
（他に給湯器の
リース料） 

2 

 
ガ ー デ ン 
タウンぬまた 
（ 旭 町 ） 

H8 3LDK 世帯向 
Ｃ棟 206号室 

21,400円～ 
（他に駐車場・給
湯器のリース料） 

1 3/18締切 

H8 3LDK 
世帯向 
C棟 402号室 
C棟 404号室 

21,400円～ 
（他に駐車場・給
湯器のリース料） 

2 
随 時 
募集中 

H7 3LDK 
世帯向 
A棟 402号室 
B棟 403号室 

21,400円～ 
（他に駐車場・給
湯器のリース料） 

2 

 
■お問合せ先 住民生活課生活環境グループ ☎３５－２１１５ 


